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DocAve 6 SP4 アップデート詳細 

お使いの DocAve インスタンスのアップデートについては、DocAve コントロール パネル ユーザーガイド の更新

マネージャー セクションを確認してください。 

以下のテーブルは、DocAve 6 SP4 の新機能のうち重要な更新部分の詳細となります。 

直接アップデートに必要な最低バ

ージョン 

DocAve 6 のバージョンすべて 

対応する SharePoint  

バージョン 

SharePoint Online、SharePoint Server 2010、SharePoint 

Server 2013 に対応しています。SharePoint のバージョンに関する

詳細は、DocAve 6 インストール ガイド を確認してください。  

その他 AvePoint 製品との依

存関係 

対応プラットフォーム バージョン間の互換表については、AvePoint ナレ

ッジベース内 Governance Automation, DocAve, SharePoint, 

and SnapManager for SharePoint Support Matrix (英語) 

を確認してください。 

新規ライセンス要否 × 

IIS リセット要否 ○ 

マネージャー サーバーのリブート

要否 

× 

エージェント サーバーのリブート

要否 

× 

アップデート状況の確認方法 コントロール パネル > 更新マネージャー > 履歴の表示 でアップデー

ト状況を検証できます。履歴の表示 ページで、新しくインストールした

更新の バージョン 列を確認してください。  

 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_6_Installation_Guide.pdf
http://www.docave.com/KB/Lists/KB/DispErrorArticle.aspx?ID=850
http://www.docave.com/KB/Lists/KB/DispErrorArticle.aspx?ID=850
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新機能と強化点 

DocAve プラットフォーム 

 DocAve 6 SP4 では、次の言語に対応しています: 英語、日本語、ドイツ語、フランス語 (Web パ

ーツ) 

 ログ スクラブを構成できるようになりました。これにより、ログ内の秘匿性の高い情報を、IP アドレス、ホ

スト ヘッダー、ポート番号などの指定の情報に置き換えることができます。 

 ジョブ モニターにジョブ ログのダウンロード機能を追加しました。この機能により、コントロール サービス、

レポート サービス、メディア サービス内のすべてのログ、および該当するエージェント内の選択済みのジョ

ブに関連する共通ログをダウンロードすることができるようになりました。 

 DocAve では、以下の SharePoint Online の機能に対応しました。  

o エージェント プロキシ設定 

o SharePoint Online (2013 エクスペリエンス) 内のリスト ワークフローのバックアップとリストア 

o ユーザー プロファイル管理 

o アプリ管理 

 範囲ツリーにアプリ ノードを表示することが可能になりました。 

 SharePoint Online の管理センターに登録し、管理情報を取得することができるようになりました。 

 コントロール パネルでは、SharePoint サイトの登録時にスキャン モードを使用できるようになりました。 

 ディスカバリー ツール 2.0 はスタンドアロン ツールとして SharePoint 2007/2010/2013 のどの環

境でも使用できるようになりました。 

 SharePoint 2013 環境用に新しい DocAve URL 変換ツールが追加されました。 

 ジョブ モニターで選択したジョブの該当するプランを再実行することができるようになりました。新しいジョ

ブでは、情報、警告、エラー、デバッグ レベルのログが取得されます。 

 ネットシェア物理デバイスに保存された BLOB データをセキュアに削除することができるようになりました。

最小単位バックアップ & リストア、コネクタ、ストレージ マネージャー、アーカイバでこの機能に対応して

います。 
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移行 

 SharePoint Online では、移行データベースが使用できるようになりました。 

 コントロール パネル上のライセンス マネージャー内の移行タブには、SharePoint Online への移行に

対応する次の移行モジュールが含まれました: EMC Documentum、eRoom、パブリック フォルダー、

ファイル システム、Livelink、Notes/Domino、Quickr、SharePoint 移行 

 移行先ツリーで高度検索ができるようになりました。これにより、すべての移行モジュールで検索条件を

絞ることが可能になり、より少ないノードがツリー上に表示されるようになりました。 

 オンプレミス版 SharePoint のローカル ファームに対し、エージェント グループが追加されました。 

 SharePoint 以外の環境で使用する移行前ツールでは、xml 形式のセキュリティ マッピング エクスポ

ート ファイルを DocAve 移行用のロケーションへ保存することが可能になりました。保存したファイルは

移行プランを構成する際に使用されます。 

EMC Documentum 移行 

 ControlJobRestrictFilter.xml ファイル内で一度に実行できる EMC Documentum 移行ジョ

ブの最大数を、次のロケーションで構成できるようになりました:  

...\DocAve6\Manager\Control\Config 

 移行データベース インターフェイス上で、既存の移行データベースの構成が表示されるようになりました。 

 EMC Documentum スナップショットと表示を SharePoint ドキュメント セットとして移行、EMC D

ocumentum オブジェクトを SharePoint Online ノードへ移行することが可能になりました。 

eRoom 移行 

 eRoom オブジェクトを SharePoint Online ノードへ移行することができるようになりました。 

 移行データベース インターフェイス上で、既存の移行データベースの構成が表示されるようになりました。 

 カスタム eRoom ロールがどのように SharePoint へ移行されるかについてのロジックを簡素化しまし

た。カスタム eRoom ロールに対するロール マッピングが構成されていない場合、ロールは、そのベース 

ロールに該当する SharePoint アクセス許可レベルに従って移行されます。 
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パブリック フォルダ移行 

 移行データベースのインターフェイスに [詳細の表示] ボタンを追加しました。 

 フォルダー レベルでフィルター ポリシーが使用できるようになりました。これにより、パブリック フォルダーの

指定のコンテンツをフィルターすることが可能になります。 

 MAPI (Exchange 2013 バージョン) の新しいアクセス方法に対応しました。 

 MAPI のアクセス方法を使用することで、移行元のリッチ テキスト形式 (RTF) のファイルを移行できる

ようになりました。 

ファイル システム移行 

 セキュリティ マッピング機能を追加しました。 

 高パフォーマンス変換機能に対応し、移行元データのスタブを移行先へ移動することができるようになり

ました。 

 SharePoint Online ファームの移行データベースを構成できるようになりました。 

Livelink 移行 

 Livelink の複合メールを SharePoint のリストやライブラリ、フォルダーへ移行することが可能になりま

した。 

 Livelink 移行ジョブを実行する前に、DocAve 移行ツールを使用して Livelink オブジェクトをスキャ

ンできるようになりました。 

Notes/Domino 移行 

 DocAve 移行ツール > Notes/Domino 移行 で、コンテンツ タイプ マッピングで処理された列タ

イプが追加されました。 

 MIME フィールドの値タイプに対応しました。 

 データベース接続の構成や移行元データベースの読み込み・分析、および移行元ドキュメントの検索に

対応しました。 

 スキャン分析に対応し、移行ジョブに対して潜在的なリスクがあるかどうかを確認できるようになりました。 
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 ユーザー マッピングおよびコンテンツ タイプ マッピングを構成できるようになりました。 

 IBM Notes バージョン 9.0 に対応しました。 

 移行データベース インターフェイス上で、既存の移行データベースの構成が表示されるようになりました。 

 LotusNotesSettings フォルダーの構造を再構成しました。 

 画像に追加された DocLinks を移行することが可能になりました。  

 列マッピングに列タイプの参照が追加されました。 

Quickr 移行 

 DocAve 移行ツールはスタンドアロン ツールとして使用できるようになりました。これにより、DocAve 

エージェントがインストールされていない移行元サーバーでも使用が可能になります。 

 範囲ツリー上の移行元をすべて読み込むことができるようになりました。 

 ユーザー マッピングおよびコンテンツ タイプ マッピングを構成できるようになりました。 

 移行データベース インターフェイス上で、既存の移行データベースの構成が表示されるようになりました。 

 スキャン分析に対応し、移行ジョブに対して潜在的なリスクがあるかどうかを確認できるようになりました。 

 個人用サイトの移行データベースの構成が向上しました。 

 列マッピングに列タイプのハイパーリンクを追加しました。 

 移行元ブログに対応しました。 

 QuickrSettings フォルダーの構造を再構成しました。 

 プロファイル設定 > 移行オプション に、インデックス移行オプションが追加されました。これにより、移

行元インデックスを移行先のリンク リストへ移行することが可能になります。 

SharePoint 移行 

 SharePoint 2013 対応の新しいディスカバリー ツールを追加しました。 

 構成したプロファイルを使用し、増分移行ジョブのデータに対して削除の同期ができるようになりました。 
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 増分移行ジョブの完了後、該当する移行元ドキュメントおよびアイテムがごみ箱へ削除された移行先

のドキュメント、アイテムは削除されるようになりました。 

 移行元 InfoPath を移行先のリスト、ライブラリ、コンテンツ タイプ、Forms Service に移行できるよ

うになりました。 

 移行データベース インターフェイス内の各ファームに対して [詳細の表示] 機能が追加されました。 

 SharePoint Online に対してユーザー プロファイルの移行ができるようになりました。 

 SharePoint Online ツリーからアプリ ノードを非表示にすることが可能になりました。 

 新しい DocAve URL 変換ツールを SharePoint 2013 に追加しました。 

 Managed Metadata Service 設定を移行プロファイルへ追加しました。 

 プロキシ設定を使用して SharePoint Online 上でジョブを実行することが可能になりました。 

 リスト タイトルに代わり、リスト URL に基づいてリストを移行できるようになりました。 

データ保護 

スタンバイ センター 

 SharePoint 2010 および SharePoint 2013 に対応しました。 

 同期後にスタンバイ環境の読み取りができるようになりました。 

 スタンバイ ファーム モードを使用することで、SharePoint 2010 ファーム内の Excel Services Ap

plication、Access Services、Business Data Connectivity Service Application、Searc

h Service Application、User Profile Service Application、Visio Graphics Service Ap

plication、Word Automation Services に対し、スタンバイ センターが使用できるようになりまし

た。 

 既存のスタンバイ物理デバイスを使用して、BLOB データをスタンバイ環境にマッピングすることが可能

になりました。 

 選択したコンポーネントの関連するスタブ データベースをスタンバイ ファームに同期するかどうかを選択で

きるようになりました。 



8  

 
DocAve 6 リリース ノート 

 カスタム データベース機能を追加しました。これにより、SQL サーバー内のどんな種類のデータベースで

もスタンバイ センター グループに追加できるようになります。 

 SharePoint 2010 環境の Managed Metadata Service Application、Secure Store Se

rvice Application、Web Analytics Service アプリケーション、Performance Service Appli

cation に対し、スタンバイ センターが使用できるようになりました。 

 SQL サーバー 2008 および SQL サーバー 2012 の両環境で、同期方法として [プラットフォーム 

バックアップ ログ シッピング] が選択できるようになりました。 

 本番環境の SQL インスタンスの SQL ログインをスタンバイ SQL インスタンスに同期できるようになり

ました。 

最小単位バックアップ ＆ リストア 

 SharePoint 2010 環境の DocAve エンドユーザー最小単位リストアは、Internet Explorer (IE) 7 

ブラウザーに対応しました。 

運用管理 

管理センター 

 SharePoint Online 環境で Policy Enforcer が使用できるようになりました。 

 セキュリティ検索の結果にメール列を追加しました。これにより、該当する SharePoint サイト コレクシ

ョンのユーザー情報リストに保存されているユーザーのメール アドレスが表示されるようになりました。 

 セキュリティ管理 Web パーツがフランス語の SharePoint 環境に対応しました。 

 レポートの生成インターフェイスで、[非表示] アクションを追加しました。これにより、指定した期間内で

ポリシー外のノードを非表示にし、タスクを効率的に管理することができます。 

 Policy Enforcer では、最小単位プロファイル アプリケーションに対応しました。親ノードに既にプロファ

イルが適用されているノードに対し、親ノードからルール継承を中止するか、固有のプロファイルを適用

するか、親ノードのルールを再継承するかを選択できるようになりました。サイト レベルのノードにプロファ

イルを適用することも可能になりました。プロファイルは一括で適用することもできます。 
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 エージェント グループを選択できるようになり、オンプレミスの SharePoint 2010/2013 ファーム内に

存在する特定の Policy Enforcer プロファイルのジョブを実行することが可能になりました。この機能

により、エージェント間でプロファイルの負荷分散とパフォーマンス向上を実現することができます。 

 レポート ポイント > DocAve レポート > DocAve 監査マネージャー で、管理センターの新しい

アクションを監査できるようになりました。管理センターの新しい機能はすべてレポート ポイントの DocA

ve 監査レポートにて監査されます。 

 各 Policy Enforcer ルールでフィルター ポリシーを構成できるようになりました。 

 Policy Enforcer でサイト コレクションのロックとリストのバージョン設定ルールを更新しました。これによ

り、GUI 上のリンケージ制御を SharePoint 環境で該当する設定と一致させることができます。 

 以下の既定 Policy Enforcer ルールを追加しました。 

o リスト コンテンツ タイプの展開とサイト コンテンツ タイプの展開 - SharePoint リスト / ライブ

ラリおよびサイト内で、予め指定した列やコンテンツ タイプの展開を制御します。 

o ユーザー / グループの制限 - SharePoint サイトへのユーザーやグループの追加を制御しま

す。 

o Web パーツ必須ブロック - 指定のページでブロックする Web パーツ タイプを制限します。 

o サイト コレクションの管理者数 - このルールが適用される各サイト コレクション内のサイト コレ

クション管理者数を制限します。 

o 検索とオフラインでの使用可能性設定 - このルールが適用されるサイト検索の表示設定を制

御します。 

o Active Directory グループの深さ - SharePoint ユーザーとして、SharePoint サイトに

追加される Active Directory グループの入れ子 (深さ) を制御します。 

o マイクロフィード権限の制限 - マイクロフィード リストの固有権限をロックし、編集から保護しま

す。 

o 制限付きサブサイト テンプレート - 特定の親サイト配下のサブサイトに適用するサイト テンプ

レートを制限します。 

o サイト サイズ - このルールが適用されるサイトのサイズを制御します。 
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コンテンツ マネージャー 

 ...\AvePoint\DocAve6\Agent\data\SP2010\Content Manager ディレクトリ内の SP2

010CMConfiguration.xml ファイルに <RestoreMetadataNavigation> ノードを追加しまし

た。これにより、サイト コレクション ノードのメタデータ ナビゲーションをコピーまたは移動できるようになり

ました。新しく追加されたノードの既定値は false です。この機能を有効にするには、エンドユーザーが

ノードの値を手動で True に変更する必要があります。 

 移動元フォルダー構造を統合し、移動先に移動元フォルダー名が表示される列を追加しました。エンド

ユーザーがリストまたは上位レベルのノードを使用し、このオプションを選択した状態でコンテンツ マネー

ジャー ジョブを実行した場合、移動元フォルダー内のファイルは移動先ライブラリのルート フォルダーにコ

ピーされ、移動します。エンドユーザーがフォルダー レベルのノードを使用し、このオプションを選択した状

態でコンテンツ マネージャー ジョブを実行した場合は、移動元フォルダー内のファイルは指定の移動先

フォルダーにコピーされ、移動します。 

 Nintex ワークフロー定数・変数をコピーし、移動先に移動させることが可能になりました。 

 アプリの競合解決の処理が向上しました。プラン設定のインターフェイスでは、アプリ競合が発生した場

合、[スキップする]、[アプリのみを更新する]、[アプリおよび AppData を置き換える] のいずれかを選

択できるようになりました。 

 トップレベル サイトをサイト コレクションに昇格し、移動元サブサイトの元の構造を維持することが可能

になりました。 

 SharePoint InfoPath に対応しました。 

 列マッピングのロジックが向上しました。列マッピングを構成する際に [移動先に変更する] を選択した

場合、移動元の列タイプと移動先の列タイプが同じかどうかに関わらず、コンテンツ マネージャー ジョブ

の完了後、移動先の列は保持されます。 

 複数のサブサイトをサイト コレクションに昇格することができるようになりました。 

 リスト名マッピングを追加しました。これにより、移動元のリスト タイトルを希望の値へマッピングするか、

移動元リストを指定の移動先リストへマッピングすることが可能になりました。 

 SharePoint Online 環境のアプリをコピー・移動することができるようになりました。 

 SharePoint Online 環境内の仕事仲間およびユーザー プロファイルの基本的なプロパティをコピー・

移動することが可能になりました。ただし、ユーザー プロファイルを移動先サイトにリストアする際は、移
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動先ノードのユーザー プロパティ インターフェイスで [ユーザーにこのプロパティの値の編集を許可する] 

設定が選択されていることを確認してください。 

 SharePoint Online では、SharePoint 2013 ワークフロー プラットフォーム対応しました。 

 SharePoint 2010 ワークフロー プラットフォームおよびオンプレミス版 SharePoint 2013 環境の 

SharePoint 2010 ワークフロー プラットフォームに対応しました。 

展開マネージャー 

 ファイル システムの構成機能を追加しました。 

 異なるファームに対して詳細な権限を設定できるようになりました。 

 カスタム条件の比較およびアプリの比較に対応しました。 

 アプリのインポート・エクスポートができるようになりました。 

 アプリの関連するキューをアップロードおよびダウンロードできるようになりました。 

 異なるモジュールやファームに対する権限制御を最適化しました。 

 ファイル システムのファイルの展開や 1 つの場所から別の場所へのアプリの展開 (AppData を含む・

含まない) をはじめ、展開先にある複数のサイト コレクションまたはサイトへ 1 つのアプリを展開、展開

先へアプリ カタログ サイトを展開することが可能になりました。 

 更新の必要なアプリに関するレポートを生成できるようになりました。 

 アプリ更新のプッシュ機能を追加しました。 

 詳細な権限を設定できるようになりました。これにより、異なるオブジェクト レベルやアクションに対する

展開マネージャーの権限制御を絞り込むことが可能です。DocAve 6 SP4 へ更新する際、ユーザー

が DocAve 旧バージョンで展開マネージャーを使用できるグローバル権限を保持している場合、SP4 

環境でも展開マネージャ―に対するすべての権限を保持することになります。 

 展開元と展開先をアイテム レベルで比較したレポートの生成に対応しました。 
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レプリケーター 

 異なるバージョンの SharePoint 間でレプリケートが可能になりました。ただし、コンテンツおよびセキュ

リティのみレプリケートすることができます。 

 オープン API により、ユーザーはレプリケーターに対して呼び出しを送信することが可能になりました。こ

れにより、リアルタイム レプリケーションを開始できるようになりました。 

 プロファイルの設定 > マッピング オプション で、列マッピングを追加しました。 

 リアルタイムおよびスケジュール レプリケーション ジョブで、オンプレミス版 SharePoint 2010 からオン

プレミス版 SharePoint 2013 または SharePoint Online へコンテンツをレプリケートできるように

なりました。 

 発行モードにレプリケーション詳細を追加しました。 

 プラン マネージャーおよびウェルカム ページに発行モードを追加しました。*注意: 発行モードは Shar

ePoint Online には対応していません。発行モードでレプリケーター データベースを構成する際は、イ

ンターフェイス上の個人用登録済みサイトを非表示にしてください。 

 以下の機能が発行テンプレートに追加されました。  

o [メールの送信] アクションでは、指定の条件を満たすレプリケート元コンテンツが存在する際に

メールを送信します。 

o [列の値の更新] アクションでは、指定の条件を満たすレプリケート元コンテンツが存在する際

にレプリケート先の列の値を更新します。 

o [削除] アクションは、指定の条件を満たすレプリケート元コンテンツが存在する際にレプリケー

ト先のファイルまたはアイテムを削除します。 

o [コピー] アクションでは、指定の条件を満たすレプリケート元コンテンツが存在する際にレプリケ

ート元ファイルまたはアイテムをレプリケート先へコピーします。 

o [ファイルまたはアイテムが削除される] を条件にすると、ファイル・アイテムがレプリケート元から

削除された場合にアクションがトリガーされます。 

o 管理 (作成、表示、編集、削除) が発行テンプレートにて表示されます。 
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o [列の値] を条件にすると、指定した列の値が指定と等しい、または指定と一致しない場合に

アクションがトリガーされます。 

 発行モードのレプリケーション プランに対してプラン設定を追加しました。 

 発行ルールの構成に対して条件とルールを追加しました。 

 発行モードのマッピングの選択手順にて、マッピングの作成ができるようになりました。 

 フィルター ポリシ―では以下に対応しました。 

o リスト・ライブラリ レベルで、列、コンテンツ タイプ、テンプレート名、テンプレート ID を条件に追

加しました。 

o カスタム プロパティを条件に追加しました。 

o 正規表現に一致する、正規表現に一致しないを条件に追加しました。 

 オンプレミス版 SharePoint 2013 環境の SharePoint 2013 プラットフォーム ワークフローのワー

クフロー インスタンスに対応しました。 

 オンプレミス版 SharePoint と SharePoint Online 環境間でユーザー プロファイル情報をレプリケ

ートすることが可能になりました。 

 リアルタイム レプリケーション ジョブで通知メールの送信に対応しました。 

 オフライン レプリケーター ジョブを実行する前に、元のファイルと更新されたファイルを比較し、差分ファイ

ルを生成することが可能になりました。データ転送サービス ツールを活用することで、レプリケート元のエ

クスポート先に存在する新たに追加・更新されたデータの確認が可能になり、新しいデータはレプリケー

ト先のエクスポート先へ転送することができるようになりました。 

 双方向レプリケーション ジョブで権限を同期することが可能になりました。 
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コンプライアンス 

リーガル ホールド 

 ジョブ モニターに [ジョブ ログのダウンロード] 機能を追加しました。これにより、コントロール サービスや

レポート サービス、メディア サービス内のすべてのログに加え、選択したジョブに関連する該当エージェン

トのログを含む共通ログをダウンロードすることが可能になります。  

 ヘルス アナライザー ルールに対応することで、リーガル ホールド ジョブの実行に必要な条件を確認する

ことが可能になりました。 

 検索結果の詳細の表示に対応することで、検索結果のプロパティが表示されるようになりました。 

 アーカイブ済みニュースフィードを保持、エクスポートできるようになりました。 

 検索結果を CSV ファイル形式でダウンロードできるようになりました。 

 リーガル ホールドの検索機能により、一度に 10,000 件以上の検索結果を表示することが可能にな

りました。 

 SharePoint 2013 に対応しました。アクティブおよびアーカイブ済み SharePoint 2013 コンテンツ

の検索、そのコンテンツに対するリーガル ホールドの適用、Concordance や EDRM XML ファイル

形式でのエクスポートができるようになりました。 

 アーカイバ検索でアーカイブ済み SharePoint ニュースフィードを検索できるようになりました。 

 リーガル ホールド ジョブの [デバッグ ログで再実行] 機能に対応しました。これにより、情報、警告、エ

ラー、およびデバッグ レベルのログなどを取得できるようになりました。 

 SharePoint 2010 および 2013 環境のデータを EDRM XML ファイル形式でエクスポートできるよ

うになりました。 

 ジョブ モニターのリボン上で [検索結果のエクスポート] ボタンを追加しました。この機能により、リーガル 

ホールド ジョブの検索結果をダウンロードすることが可能になりました。 

 ジョブ モニターでカレンダー ビューを使用する際の CPU 使用率およびジョブの確認にかかる時間を最

適化しました。 
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Vault 

 CEIP で取得した情報を最適化しました。 

 ジョブ モニターでカレンダー ビューを使用する際の CPU 使用率およびジョブの確認にかかる時間を最

適化しました。 

レポート ポイント 

 DocAve 監査マネージャーでは、プラットフォーム上の製品で実行した追加アクションを監査することが

可能になりました。 

 [アクティビティの多いユーザー] のレポートに対する粒度が向上しました。Web アプリケーション レベル

に加え、サイト コレクション、サイト、リスト レベルでレポートを生成できるようになりました。 

 利用状況レポートのユーザー インターフェイスを再構築しました。ウィザード モードで利用状況レポート 

プランの構成に対応したことにより、ユーザーは指定したレポートの範囲と設定を複数のレポートに同時

に適用するプランを作成できるようになります。 

 列のヘッダーに単位を表示、空白またはマージしたセルを削除することで、エクスポートされたレポートが

見やすくなりました。これにより、データを簡単にソートしフィルターできるほか、データを容易に計算する

ことができるようになります。 

 構成レポートの各レベルにおいて要約レポートを追加しました。これにより、各レベルで選択したノードの

設定および構成に対する概要の表示が可能になります。 

 ストレージ トレンドおよびストレージ分析のレポートを、構成したスケジュールで生成できるようになりまし

た。 

 監査マネージャー レポートにメール列を追加することで、該当する SharePoint サイト コレクションの

ユーザー情報リストに保存されている各ユーザーのメール アドレスが表示されるようになりました。 

 レポート ポイントのユーザー インターフェイスで、生成されるレポートのサンプル画像を追加しました。こ

れにより、ユーザーはどのようなレポートが生成されるかを想像しやすくなります。 

 利用状況レポート プランの範囲を選択する際に、ツリーを展開することなく特定のノード配下にあるサ

ブノードをすべて選択できるほか、新たに作成されたサブノードも自動的に含まれるようになりました。 
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 構成レポートのユーザー インターフェイスを再構築しました。使用可能な範囲レベルすべてにわたり、設

定および構成をより細かい単位で選択できるようになりました。 

 管理アカウント プロファイル機能を追加しました。これにより、レポート ポイント > エクスポート先 で

構成されたネットシェア パスの資格情報が、コントロール パネル > 管理アカウント プロファイル でプ

ロファイルとして自動的に保存されるようになります。この機能によって、以降のパスワード変更は該当ア

カウントを使用している設定すべてに反映されるようになります。 

 エクスポート済みレポートの既定の期間はユーザー インターフェイス上の表示画面で選択した範囲にな

ります。 

 エクスポートする構成レポートの既定の形式を XLSX に変更しました。 

 構成レポートから比較レポートを削除し、要約レポートが追加されました。  

 データ コレクションの各コレクターに対する既定の開始時刻を変更しました。これにより、すべてのコレク

ター ジョブが同時に開始する際に発生するパフォーマンスの問題を軽減することができます。 

 高度検索の機能を範囲ツリーに追加することで、Web アプリケーション URL、サイト コレクション URL 

もしくは名前によってノードをフィルターすることが可能になりました。この機能は監査マネージャー レポー

ト以外のすべてのレポート カテゴリで使用可能です。 

 ソーシャル アクティビティ Web パーツのユーザー プロファイル データを同期に使用するロジックが向上し

ました。 

 監査コントローラーのパフォーマンスが向上しました。これにより、多数のサイト コレクションやサイト、また

はサイト コレクション配下のリストを含む大規模な環境に存在するデータをより効率よく取得・保存する

ことが可能になりました。 

 多くのドキュメントを含む環境内でのページ トラフィック コレクター ジョブのパフォーマンスが向上しました。 

ストレージ最適化 

アーカイバ 

 最適化されたスキャン機能を追加しました。これにより、指定したノード内のコンテンツまたは前回のスキ

ャン以降更新されたコンテンツに対してルールを適用できるようになります。 
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 ヘルス アナライザー ルールに対応することで、アーカイバ ジョブの実行に必要な条件を確認することが

可能になりました。 

 スケジュール ジョブに使用するロジックが向上しました。これにより、ライセンスが有効かつスケジュール プ

ランの有効期限が切れていない、または無効になっていない場合、スケジュール ジョブが開始されます。 

 EDRM XML 形式に対応することで、アーカイバ済みデータを全文インデックス モードのファイルシステ

ムへリストアできるようになりました。 

 削除済みファイルを空のファイルに 7 回置き換えることで、物理デバイス内のデータを完全に削除する

ことが可能になりました。 

 アーカイバ プレスキャン保持アクションに対して DocAve 監査機能を追加しました。 

 論理デバイスがデータ ストレージ タイプに冗長化バックアップ データ ストレージ デバイスを選択するスト

レージ ポリシーをアーカイバ ジョブから非表示にすることに対応しました。 

 ニュースフィードを会話として指定のファイル システムへエクスポートできるようになりました。 

 高度検索にニュースフィードが条件として追加されました。 

 アーカイバの検索結果により多くの列の値が表示されるようになりました。 

 Vault ライセンスおよび Vault エージェントタイプ無しでアーカイバの機能が使用できるようになりました。 

 アーカイバのジョブの再実行中に、選択したジョブに関連するエージェント ログのデバッグ レベルを取得

できるようになりました。 

 新しいアイコンをツリー ノードのアイコンへ追加することで SharePoint 2010 および SharePoint 2

013 ファームに対してアーカイバ ルールを適用したノードを表示できるようになりました。 

 アーカイブ済みデータの保持ジョブのレポートを再構築しました。 

 アーカイバにアーカイバ プレスキャン保持ジョブを追加することで、アーカイブ済みデータの保持期間をプ

レスキャンできるようになりました。 

 全文インデックス モードの高度検索にニュースフィードが条件として追加されました。 

 CEIP で取得した情報を最適化しました。 

 スケジュール ジョブ モニターのタブに列を追加し、ジョブ モニターのタブと一貫性を保ちました。 
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 異なるモジュールとファームに対する権限制御を最適化しました。 

 ジョブ モニターでカレンダー ビューを使用する際の CPU 使用率およびジョブの確認にかかる時間を最

適化しました。 

 待機状態のジョブに対して停止アクションを追加しました。 

 アーカイバを使用して EDRM XML タイプの選択したノード内にある SharePoint データをエクスポー

トできるようになりました。 

 [SharePoint データをエクスポートする] チェックボックスをアーカイバ ルールおよびエンドユーザー アー

カイバに追加しました。これにより、データのアーカイブの有無にかかわらず選択済みノード内のデータを

エクスポートできるようになりました。 

 エンドユーザー アーカイバのアーカイバ ロジックを更新しました。管理者は、エンドユーザーに対して [Sh

arePoint 機能からデータをアーカイブ、削除する] および [SharePoint 機能からデータをアーカイブ、

保持する] を有効にすることができます。エンドユーザーが [SharePoint からデータをアーカイブ、保持

する] を選択すると、管理者が構成したアクションが実行されます。 

 読み取り専用スタブのアイテム レベルで SharePoint からデータをアーカイブ、保持することを可能に

するルールをアーカイバに追加しました。 

 アーカイブ後にワークフローの実行をキャンセル・再起動できるようになりました。 

 [会話をロックする] チェックボックスを使用して、ニュースフィードの各ドキュメント / アイテムを SharePo

int レコードとして宣言する機能に対応しました。 

 SharePoint 2013 のニュースフィードをアーカイブできるようになりました。 

 アーカイバ ルールを使用してメジャー・マイナー バージョンを別々にフィルターすることができるようになりま

した。 

 アーカイバで管理アカウント プロファイルに対応しました。 

 1,000 件以上のアイテムをアーカイブ・リストアし、ジョブ モニター上で実行中のアーカイバ ジョブに対し

て詳細の表示機能を追加しました。 

 プレスキャン期間の列をアーカイバ ジョブに追加し、アーカイブ済みデータの保持期間が表示されるよう

になりました。アーカイバ 保持ルールをストレージ ポリシーに追加し、アーカイブ済みデータをプルーニン

グするルールおよびプルーニング データを処理するアクションを構成することが可能になりました。 
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 OneDrive 用の論理デバイスに対応しました。 

 ノードのコンテナ レベルでスキャンに使用するロジックを改善することで、アーカイバ スキャン ジョブの停

止に対するパフォーマンスが向上しました。 

 ドキュメント・アイテム バージョンのリストアに対するロジックが更新されました。アーカイブした旧ドキュメン

ト・アイテム バージョンはバージョンのリストアをする際に追加されます。 

 アーカイバ リストアの GUI インターフェイス内の全文インデックス モードで、検索結果に対する詳細の

表示ポップアップ ウィンドウ上に SharePoint ニュースフィードに関連する列を追加しました。 

 ニュースフィードの投稿に関連するすべての返信を、選択した投稿と一緒にリストアします。返信が選択

済みでも関連する投稿が選択されていない場合はスキップされます。この場合、アーカイバ リストア イ

ンターフェイス内にこの機能をお知らせする警告メッセージが表示されます。ニュースフィードを含むノード

を選択し、[元の場所へリストア] タイプを選択すると、このメッセージが表示されます。 

 Concordance ファイル形式のデータを複数の言語でエクスポートできるようになりました。 

 SharePoint 2010 および SharePoint 2013 環境のノードのアイコンに新しいアイコンを追加しま

した。これにより、次の状況を識別できるようになります。 

o ノードにアーカイバ ルールの適用が成功、または親ノードからの継承に成功 

o ルールはノードへ適用されなかった 

o アーカイバ ルールはノードへ適用されたが、適用したルールは無効または使用できない 

 アーカイバ リストア インターフェイスの全文インデックス モード内の検索機能に関する説明を更新しまし

た。 

 全文インデックス モードで検索したニュースフィードの詳細の表示インターフェイス内に検索コンテンツの

列を追加しました。 

 増分スキャン機能を追加しました。これにより、前回のアーカイバ スキャン ジョブ以降、変更されたコン

テンツのみをスキャンすることができるようになりました。 

 ドキュメント・アイテムが構成済みドキュメント・アイテム ルールを満たす際、ドキュメント・アイテム バージ

ョンをバックアップできるようになりました。 
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 ジョブの詳細インターフェイス内のジョブ実行者の列に対して異なる値を表示することで、実行方法が違

うジョブを識別できるようになりました。ユーザーがジョブを実行した場合、この列の値はユーザー名になり

ます。ジョブがスケジュール ジョブであり、DocAve によってスケジュール通り実行された場合、この列の

値は DocAve (スケジュール ジョブ) になり、自動的に開始したジョブ (例: ログ コレクション ジョブ) 

は DocAve (自動ジョブ) と表示されます。 

 メンションを付けられた名前およびハッシュタグ ルールを活用してアーカイバのニュースフィードの投稿をフ

ィルターすることが可能になりました。 

 アーカイバ リストア インターフェイスの全文インデックス モードで検索した検索結果にファイル / アイテム

名が表示されるようになりました。アイテムにタイトルが無い場合、タイトルは表示されません。 

 エンドユーザー アーカイバのチェックボックスを次のように変更しました: 各ドキュメントのスタブを Share

Point に保持する (ストレージ マネージャーを使用)、各ドキュメント / アイテムを SharePoint レコー

ドとして宣言する、次のオプションを選択して各ドキュメント / アイテムにタグを付ける 

 InfoPath に対してアクションを実行するアーカイバ ジョブに対応しました。 

 エンドユーザーが SharePoint 内のアーカイブ済みデータを検索する際、進行状況のポップアップ ウィ

ンドウが表示されるようになりました。 

 エラー ページに表示するエラー メッセージを指定できるようになりました。 

コネクタ 

 範囲ツリーに高度検索の機能を追加しました。これにより、Web アプリケーション URL やサイト コレク

ション URL、名前によってノードをフィルターすることが可能になります。 

 DocAve 5 から DocAve 6 へのコネクタの更新ロジックが向上し、ユーザーの利便性が強化されまし

た。例えば、更新後に残りの DocAve 5 コネクタ スタブを確認することが可能です。 

 プレビュー機能を追加しました。この機能により、コンピューターに必要なソフトウェアをインストールするこ

となく、SharePoint ファイルを画像としてブラウザーで表示できるようになりました。この機能は Office 

ファイル、PDF、CAD 図面、画像に対応しています。 

 メディアシェア ライブラリでは、スライド ショー機能に対応しました。これにより、ユーザーは [すべてのビデ

オ スライド] ビューで画像およびメディア ファイルを参照できるようになります。 

 Egnyte ストレージ タイプに対応しました。 
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 エンド ユーザーは、ブロック済みファイル タイプや、Web アプリケーションの最大アップロード サイズを超

えるファイルをリンクとして SharePoint にアップロードできるようになりました。これらのファイルをアップロ

ードするには、コネクタ ライブラリのリボン上にある [コネクタ リンクのアップロード] ボタンを使用します。 

 ジョブ モニター内のカレンダー ビューのパフォーマンスが向上しました。 

 PowerShell 経由で、すべての権限またはメタデータの変更をネット シェアから SharePoint へ同期

できるようになりました。 

 Excel メタデータ機能を使用する際に、列タイプを指定できるようになりました。 

 管理アカウント プロファイル機能に対応しました。これにより、コネクタで構成したネットシェア パスの資

格情報がプロファイルとして コントロール パネル > 管理アカウント プロファイル に自動的に保存され

るようになります。この機能によって、以降のパスワード変更は該当アカウントを使用している設定すべ

てに反映されるようになります。 

 ストレージ場所の接続したファイルに関連するスタブが SharePoint から削除された場合は、その接

続済みファイルを削除できるようになりました。 

 コネクタ リンク (ブロック済みファイル タイプまたは Web アプリケーションの最大アップロード サイズを超

えるファイル) をダウンロード マネージャーで操作できるようになりました。この機能により、エンド ユーザ

ーはファイルのダウンロードを一時停止・再開できるようになります。 

 iPad、iPhone、iPod Touch などのデバイス上でコネクタ メディアシェア ライブラリ内のストリーミング 

ビデオ ファイルに対応しました。 

 FTP ストレージ タイプに対応しました。 

 PowerShell の Sync-Folder コマンドを使用することで、コネクタ メディアシェア ライブラリ内のビデオ 

サムネイルを再ロードできるようになりました。 

 ユーザー インターフェイスが向上しました。 

ストレージ マネージャー 

 DocAve 5 ストレージ マネージャーのデータを DocAve 6 へインポートする際に使用するロジックが

向上しました。 

 スケジュール ストレージ マネージャー ジョブのロジックが向上しました。 
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 ネットシェア物理デバイスに保存される BLOB データのセキュアな削除に対応しました。最小単位バッ

クアップ & リストア、コネクタ、ストレージ マネージャー、アーカイバでこの機能に対応しています。  

 増分スキャン (編集または更新されたコンテンツのみ) を追加し、ジョブ パフォーマンスを最適化しました。  

 管理アカウント プロファイル機能に対応しました。この機能により、ストレージ マネージャーで構成したネ

ットシェア パスの資格情報がプロファイルとして コントロール パネル > 管理アカウント プロファイル で

自動的に保存されます。この機能によって、以降のパスワード変更は該当アカウントを使用している設

定すべてに反映されるようになります。 

 エンド ユーザーは、ブロック済みファイル タイプや、Web アプリケーションの最大アップロード サイズを超

えるファイルをリンクとして SharePoint にアップロードできるようになりました。 

 スタブ トレース機能を追加しました。これにより、ファーム管理者は SharePoint インターフェイスで外

部化されたファイルを選択し、外部化の詳細を閲覧できるようになります。 

 DocAve リアルタイム ストレージ マネージャー インターフェイス経由で、選択した SharePoint 2013 

ファームの細分サイズを変更できるようになりました。 

 BLOB ストレージ デバイスを論理デバイス タイプとして選択した場合、管理者は SharePoint 環境

構造をまねるフォルダー階層に外部化された BLOB を保存することができるようになりました。 

 DocAve 6 管理シェル経由で、指定した範囲内の詳細スタブ レポートをエクスポートする新しい方法

を追加しました。 

 Microsoft の変更に応じて、SkyDrive ストレージ タイプの名前を OneDrive に変更しました。 

 孤立したスタブ ツール (AgentToolSP2010OrphanStubClean.exe または AgentToolSP20

13OrphanStubClean.exe) によって生成されたレポートには、次の列が含まれます: コンテンツ デ

ータベース ID およびスタブ タイプ (RBS、EBS) 

 このモジュールのさまざまなエリアで使用されるシステム メッセージの品質と詳細が向上しました。 

 ストレージ レポートでは、SharePoint 範囲内で孤立したスタブが検知された際に自動的にメール通

知を送信するオプションが加わりました。 
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バグ修正 

コネクタ 

 ストレージ タイプに Amazon S3、EMC Atmos、Dropbox のいずれかを使用し、SharePoint 

環境でファイル名を変更してから同期ジョブを実行した場合、名前の変更はストレージ場所のファイル

に同期されるようになりました。 

 コネクタのメディア ライブラリでは、.wmf または .emf の拡張子を含む画像ファイルのサムネイルが読

み込まれるようになりました。 

 同期設定が Web アプリケーション レベルで構成され、この Web アプリケーション内のコネクタ ライブラ

リを含む 1 つのサイト コレクションが、コネクタ ライブラリからパス設定を削除する前に削除された場合

でも、この Web アプリケーションのスケジュール設定された同期ジョブは正常に完了するようになりまし

た。 

スタンバイ センター 

 フェールオーバーの方法として、SQL エイリアスを使用してスタンバイ センター グループを作成し、同期

先 SQL インスタンスのポート番号をカスタマイズ、連続して 2 回フェールオーバー ジョブを実行したあと

にフォールバック ジョブを実行しても、本番ファームにアクセスできるようになりました。 

 クレーム ベース認証を使用する Web アプリケーションのスタンバイ センター グループを作成して、同期

先としてクラシック モード認証を使用する既存の Web アプリケーションを選択した場合、フェールオー

バー ジョブを実行したあとに同期先のサイトにアクセスできるようになりました。 

 スタンバイ ファーム モードで Web アプリケーションのスタンバイ センター グループを作成し、同期先で

新しい Web アプリケーションの作成を選択、スタンバイ センター同期ジョブを実行した場合、スタンバ

イ SharePoint ファームに PerformancePoint Service Application が存在する場合でも、同

期先 Web アプリケーションは作成されるようになりました。 

レポート ポイント 

 Mozilla Firefox ブラウザーを使用してソーシャル アクティビティ Web パーツが存在する SharePoi

nt ページにアクセスする場合、ページの更新後でも Web パーツにデータが存在するようになりました。 
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既知の問題 

インストール 

 Windows Server 2012 および Windows 8 環境で DocAve 6 プログラムを検索すると、Doc

Ave 6 ショートカットは既定で Internet Explorer (IE) 10 の Metro UI版で開きます。IE 10 

では Silverlight 5.0 に対応していないため、スクリーン解像度が低いので IE が実行できない旨の

メッセージが表示されます。この問題を解決するには、IE 10 デスクトップ版、または Windows 8.1/

Windows 2012 R2 環境 (デスクトップからのショートカットを使用するなど) の IE 11 で DocAve 

6 を開きます。 

 Windows アップデート KB2756920 をインストールした後にコントロール サービスにアクセスできない

状態が発生した場合、ホットフィックス KB2637518 をインストールすることで解決します。ダウンロード 

リンクは Microsoft® のサポート技術情報内にあります。  

コントロール パネル 

 .Net Framework 3.5 環境に DocAve エージェントをインストールした場合、その後同環境で .N

et Framework 4.5 にアップグレードすると DocAve インターフェイスで SharePoint Online のサ

イトは表示されません。これは、.Net バージョンの情報がはじめに DocAve マネージャーでエージェン

トを登録する際に取得されるためです。3.5 から 4.5 へのアップグレード終了後、SharePoint Onli

ne に接続する前にエージェント サービスを再起動する必要があります。 

 Administrators および Users グループで Internet Explorer セキュリティ強化の構成 が有

効化されていると、ジョブ モニターでジョブ レポートおよびライセンス レポートをダウンロードすることができ

ません。この問題を解決するには、サーバー マネージャーに移動し、セキュリティセクション内の [IE ES

C の構成] リンクをクリックします。Internet Explorer セキュリティ強化の構成 インターフェイスが

表示されます。Administrators セクションおよび Users セクションで [オフ] ラジオボタンを選択し、

[OK] をクリックして変更を保存すると、レポートをダウンロードできるようになります。 

http://support.microsoft.com/kb/2637518
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移行 

SharePoint 移行 

 SharePoint 2007 から 2010 への移行ジョブを実行する際、SharePoint 2010 Web アプリケ

ーション内で管理パスを作成した場合、移行先として手動で作成したサイト コレクションを選択すると、

Web アプリケーション ノードを更新しても新しく作成した管理パスが移行先のツリーに読み込まれませ

ん。この問題を解決するには、Web アプリケーションのあるファーム ノードを更新する必要があります。 

eRoom 移行 

 eRoom 内の Windows NT ドメイン タイプを使用してディレクトリ接続を追加し、このドメインからユ

ーザーおよびグループを eRoom へ同期したのち、同期したグループから新たにグループを追加して同

一ドメイン内の SharePoint に eRoom を移行すると、グループの移行に失敗します。これは、eRo

om 移行ではディレクトリ接続名をドメイン名として使用するため、eRoom 移行時に 2 つの異なるド

メイン間での移行と認識されてしまうために発生します。この問題を解決するためには、移行元の eRo

om 接続名と移行先のドメイン名をマッピングするようドメイン マッピングを構成する必要があります。 

 DocAve 6.2 を使用してエクスポートした移行元 eRoom データを DocAve 6.3 へインポートでき

ないという既知の問題があります。このため、SP3 へのアップグレード前にデータをインポートするか、アッ

プグレード後に SP3 を使用して再度エクスポートしてください。  

パブリック フォルダ移行 

 オンプレミス版 Outlook から OWA (Outlook Web App) に向けて、または OWA からオンプレミ

ス版 Outlook に向けてメールを返信する際、メールの件名を変更すると、返信メールの  

スレッド インデックス プロパティの値が変更され、それ以降の返信が同じトピックで処理されなくなります。

返信や転送メール、元のメールなどは移行先 SharePoint 内のディスカッション掲示板に移行されま

す。スレッド インデックスの値に変更があった返信や転送メールは、移行先でも同じトピックとして移行さ

れることはありません。 

EMC Documentum 移行 

 互いに属性を継承しあう 2 種類の Documentum タイプが移行後も移行元に存在している場合、

これら 2 種類の SharePoint コンテンツ タイプは移行先で継承を保持しません。*注意: EMC Do

cumentum のタイプは SharePoint のコンテンツ タイプと同じものになります。 
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データ保護 

スタンバイ センター 

 ダッシュボードで複数のグループが選択されている場合、スタンバイ センターの同期・フェールオーバー ジ

ョブが失敗することがあります。 

 DocAve 6 SP3 を SP4 に更新する場合、AlwaysOn 可用性グループを使用して SP3 から更新

されたスタンバイ センター グループを同期方法として指定すると、プレスキャンおよび同期ジョブは失敗

します。これは、SP4 スタンバイ センター AlwaysOn 可用性グループの同期方法が SP3 と異なる

ためです。解決策としては、SP4 に更新した後、スタンバイ センター グループを編集し、列のヘッダーの 

[削除] をクリックしてグループ内のノードをすべて削除してから追加しなおします。グループを保存し、こ

のグループを使用してスタンバイ センター ジョブを実行します。 

 スタンバイ センターでは、カスタム ポートを持つ名前付き SQL インスタンスを同期先 SQL インスタン

スとしてテストすることはできません。ポートを持つ名前付き SQL インスタンスが同期先 SQL インスタ

ンスとして指定された場合、スタンバイ センター同期ジョブはスタンバイ データベースを同期先 Web ア

プリケーションに添付できません。解決策としては、スタンバイ センターのジョブ実行用のエージェント グ

ループに含まれるすべての DocAve エージェントを確認し、エージェントがインストールされている各サー

バー上で SQL エイリアスを構成します。同じ SQL インスタンス名をエイリアス名に使用し、エイリアス

名をカスタム ポート番号を持つこの名前付きの SQL インスタンスにダイレクトします。 

 SQL インスタンス設定でマスター キーを構成した後に、SQL インスタンスのマスター キーを変更する場

合、更新したマスター キーは SQL インスタンス設定インターフェイス上に表示されません。 

最小単位バックアップ ＆ リストア 

 Office 365 の登録ユーザーによって開かれている、またはチェックアウトされているファイルのバージョン

はバックアップできません。 (SharePoint 2010 で発生) 

 ドメイン マッピングを使用する際、ドメイン サフィックスが追加されている場合はドメイン マッピングが適

用されません。例: ドメイン名.com (SharePoint 2013 で発生) 

 権限の継承を解除したサブサイトを含むサイト コレクションをリストアする場合、リストア後のサブサイト

はサイト コレクションの権限を継承してしまいます。バックアップ ジョブ前に作成したアクセス許可レベル

はすべてサイト コレクションのアクセス許可レベルに含まれます。 (SharePoint 2013 で発生) 
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 サイト コレクション管理者、サイト所有者、ファーム管理者などのグループのユーザー名は、対応するデ

ータベースの指定のフィールドに保管されます。この指定のフィールドの長さは、1024 以上に設定する

ことができません。 (SharePoint 2013 で発生) 

プラットフォーム バックアップ & リストア 

 Windows 2012 では、データ ファイルがネットシェア パスに保存されているデータベースは VSS を使

用したバックアップに対応していません。 

 単一サーバー構成の SharePoint ファームでは、エージェントがインストールされたマシン名が 15 文

字を超過し、かつマシンの IP アドレスが SharePoint 構成の際にデータベース サーバーの値として使

用されている場合、DocAve エージェントでこのファームのサーバー ロールについての正しい情報を得る

ことができません。C# API ではサーバー名の 15 文字までしか取得することができないため、DNS か

ら取得した情報との不一致が発生します。そのため、エージェントでサーバー ロールを取得することがで

きません。この問題の解決方法として、サーバー名が 15 文字を超過する場合は、…\AvePoint\A

gent\bin\AgentCommonVCEnv.config に移動し、localSPServerName の値を完全なサ

ーバー名に変更して、修正を保存します。 

 SharePoint 2013 ファーム内に複数の Search Service アプリケーションが存在しており、かつイン

デックス コンポーネントが同一 SharePoint サーバー内に保管されていない場合、Search Service 

アプリケーション バックアップの際にインデックス コンポーネントをバックアップすることはできません。 

 透過的データ暗号化 (TDE) が施されたバックアップ済みデータベースの [別の場所へリストア] を実

行する際、事前にリストア元のマスター キーがリストア先で生成されていない場合、[別の場所へリスト

ア] ジョブは失敗します。この回避策として、リストア先 SQL Server 上で以下の SQL ステートメント

を使用し、リストア元と同じマスター キーを生成します。 

"USE master;  

GO  

CREATE MASTER KEY ENCRYPTION BY PASSWORD = '<(お使いのパスワード)>

';  

Go" 

その後 [別の場所へリストア] ジョブを実行し、TDE 暗号化済みデータベースをリストアします。 

TDE 暗号化済みデータベースのバックアップの [別の場所へ] リストアを実行する場合、マスター キー

が必要です。リストア先の SQL Server でマスター キーを作成するには、以下の SQL ステートメント



28  

 
DocAve 6 リリース ノート 

を使用してください。 

"USE master;  

GO  

CREATE MASTER KEY ENCRYPTION BY PASSWORD = '<(お使いのパスワード)>

';  

Go" 

バックアップ ジョブの実行前にエレメント <ForceUseCache>false</ForceUseCache> の値を 

true に変更すると、インデックスを正常に生成することができます。 

運用管理 

コンテンツ マネージャー 

 コンテンツ マネージャー ジョブを実行してオンプレミスの SharePoint サイト コレクションから SharePo

int Online サイト コレクションへ移動する場合、アンケート リスト内の 完了 列の値は移動元で いい

え に設定されていた場合でも移動先では はい に変更されます。 (SharePoint 2010 で発生) 

 コンテンツ マネージャー ジョブを実行して SharePoint オブジェクトを (ディスカッション リストを含めた) 

コミュニティ サイトから (ディスカッション リストを含めた) チーム サイトへコピーすると、コピー元のディスカ

ッションはコピー先で使用できなくなります。また、リスト設定内の [削除] アクションがコピー先で非表示

となり、サイト コミュニティ 機能もコピー先で使用不可となります。 (SharePoint 2013 で発生) 

 エクスペリエンス バージョンが 2010 かつドキュメント セット機能を有効化しているサイト コレクション から

エクスペリエンス バージョンが 2013 であるサイト コレクションに SharePoint オブジェクトをコピーすると、

コピー元のドキュメント セットの設定はコピー先サイト コレクションへコピーされません。 (SharePoint O

nline 2013 で発生) 

展開マネージャー 

 API 制限のため、未発行の Nintex ワークフローは展開先環境へ展開することができません。 

 2010 エクスペリエンス バージョンを選択して、ドキュメント センターのテンプレートを使用したサイト コレ

クションを展開元として指定し、展開先のサイト コレクションを手動で入力して展開マネージャー ジョブ

を実行すると、[最高評価のドキュメント Web パーツ] に表示されているドキュメントは展開先へ正常

に展開されません。 
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 DocAve SP1 と SP3 CU3 ではデータ構造が変わるため、SP1 から SP3 CU3 へのアップグレード

実行後に SP1 の展開ジョブから開始したロールバック ジョブは失敗します。 

 展開元および展開先両方のコンテンツ タイプで名前が一致しているがタイプが一致しない場合、コンテ

ンツ タイプは展開先で上書きされません。この場合、元の名前の末尾に数字を追加して新しくコンテン

ツ名が作成されます。 (SharePoint 2010 で発生) 

 Web フロント エンド レベルの展開プランを構成し、[展開先環境をバックアップする] オプションを選択、

ジョブを実行後、DocAve を更新した場合、ジョブ モニター上で Web フロント エンド レベルの展開

ジョブを選択して、リボン上の [ロールバック] をクリックすると、ロールバック ジョブが失敗したことを確認

できます。DocAve の更新を行うと、このようなロールバックの操作は現在正常に起動しません。 

レプリケーター 

 SharePoint では、レプリケート元となるサイト コレクションに新しいグループを追加するとリアルタイム 

レプリケーション ジョブを開始するイベントが発生し、データのレプリケート先にグループを同期します。Sh

arePoint はグループ所有者をグループ ユーザーに自動的に追加します。この場合はイベントは発生

せず、リアルタイム レプリケーション ジョブは開始されません。また、グループの所有者はレプリケート先の

グループ ユーザーにはレプリケートされません。グループの所有者は、次回以降のレプリケート処理が開

始された際に正常にレプリケートします。 

 レプリケート元およびレプリケート先でコンテンツ クエリ Web パーツを使用する場合、クエリされたリスト

もレプリケートする必要があります。この作業では Web パーツを含む SharePoint オブジェクトに加え、

依存リストのレプリケートも必要となります。Web パーツが依存する関連リストはサイト内の複数個所

に存在する場合があるため、レプリケーターではこれらのリストの自動レプリケートは実行しません。 

 管理されたメタデータの用語のレプリケーションは、レプリケート元とレプリケート先の両環境で Managed 

Metadata Service が Web アプリケーション レベルで関連付けられ、かつ構成されている場合を除い

て実行できません。 

 プラン マネージャー インターフェイスでオンライン プランインポートする場合、ジョブの完了後もメモリーの

空き容量が完全に解放されない可能性があります。これは ItemsControl という名前のコントロール

に付随する Built-in エラー イベントがメモリ内に残るためです。この問題を解決するには、まず DocA

ve からいったんログアウトし、ログインし直します。これによりステータスが使用中のメモリも解放されます。 

 タイムライン構成の更新分は増分レプリケーション ジョブに含まれません。増分レプリケーション ジョブは 

SharePoint イベント キャッシュ テーブルからレコードを特定することができますが、タイムラインの更新
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分については SharePoint 内のイベント キャッシュ テーブルには記録されません。このため、タイムライ

ン構成は増分レプリケーションジョブから除外されます。 (SharePoint 2013 で発生) 

 コンテンツ クエリ Web パーツのコンテンツは、レプリケート先で正しく表示されない場合があります。これ

はコンテンツ クエリ Web パーツの関連コンテンツがレプリケート先に存在しないので、レプリケーション 

ジョブに含まれないためです。この問題の解決法として、コンテンツ クエリ Web パーツの関連コンテンツ

がレプリケート元の範囲に含まれているか、もしくはレプリケート先に存在するかを確認する必要がありま

す。 (SharePoint 2010 で発生) 

 SharePoint 2010 環境内で関連用語をアイテム レベルでレプリケートする際の問題を回避するた

め、Managed Metadata Service がレプリケート元・レプリケート先の両環境内の Web アプリケー

ションに関連付けられていることを確認する必要があります。 

 SharePoint 2013 の保留リストと電子情報開示の機能を使用して新たに作成されたファイル バー

ジョンは、リアルタイム レプリケーションによる複製の対象にはなりません。これは新規作成ファイルが旧

バージョンの更新日時の情報を保持しているためです。この場合、ファイルはスケジュール設定されたレ

プリケーション ジョブが実行されるタイミングでレプリケートされます。 

 サイト コレクション管理者、サイト所有者、ファーム管理者などのグループのユーザー名は、1024 文字

を超える長さに設定することはできません。 (SharePoint 2013 で発生) 

コンプライアンス 

リーガル ホールド 

 DocAve エージェントを全体管理サーバーまたは 1 つの SharePoint Foundation 2013 SP1 フ

ァームの Web フロントエンド サーバーにインストールし、DocAve マネージャーにログイン後、コンプラ

イアンス > リーガル ホールド > バージョン クロール の順に移動した場合、リボン上で [有効化] を

クリックしても Search Service アプリケーションは有効になりません。リボン上で [コンテンツ ソースの

構成] を選択し、[作成] をクリックして新しいコンテンツ ソースを作成する場合、ファームはコンテンツ 

ソースの選択フィールドに読み込まれません。 

Vault 

 選択した Web アプリケーションに対して Vault ジョブを繰り返し実行した際に、ジョブの実行者が選

択した Web アプリケーションに対して すべて読み取り権限 しか保持していない場合は、Vault ジョブ

は完全バックアップ ジョブとして実行されます。この問題は、Vault ジョブを実行したユーザーがジョブ内
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の選択した Web アプリケーションに対して十分な権限を保持していないため発生します。Vault ジョ

ブを実行するユーザーが、選択したノードへのフル コントロール権限を保持しているかを確認してください。 

 DocAve 6 SP3 Vault および API/コマンドレット は SharePoint 2013 に対応していません。 

 Vault ジョブの実行後にコントロール サービスが停止し、ジョブの完了後にコントロール サービスを再実

行した場合、ジョブは失敗し、エクスポート済みオブジェクトはジョブ レポートに表示されません。しかし、

ジョブ内の選択したノードの SharePoint コンテンツは正常にエクスポートされます。コントロール サービ

スではジョブ情報が受信されず、ジョブはタイムアウトしますが、DocAve エージェントは正常に起動し

選択したノードからコンテンツをエクスポートします。 

レポート ポイント 

 ファーム レベルでのベスト プラクティス レポートには、評価の数は含まれません。(SharePoint 2013 

で発生) 

 DocAve のバージョンを SP3 CU2 にアップデートした後に SharePoint の Web パーツを再展開し

ない場合、ソーシャル データの収集と保存に問題が生じる場合があります。 

 SharePoint 2013 ファーム内の SharePoint 2010 エクスペリエンス バージョンのサイト コレクショ

ンのトップ ディスカッションおよびトップ ブログの投稿 Web パーツでは、SharePoint 2010 では いい

ね！ 機能が無いにもかかわらず、SharePoint 2013 エクスペリエンス バージョンのサイト コレクション

内でディスカッション掲示板の いいね！ データや Web パーツが収集されます。結果として、いいね！ 

はディスカッションの数とブログ投稿のアクティビティ総数には含まれますが、レポートには表示されません。  

 ソーシャル アクティビティ Web パーツを [サブサイトを含む現在のサイト] に設定し、その後新しいサブ

サイトを作成した場合、ソーシャル コレクターは新しく作成されたサブサイトを認識しません。回避策とし

ては、新しいサブサイトの作成後 Web パーツのソーシャル プロパティに移動し、[選択の変更] をクリッ

クしてアイテム表示の構成ウィンドウを開き、[OK] をクリックして構成を保存します。オブジェクト選択の

アップデート後は、この Web パーツ のデータは正常に収集されるようになります。 

 SharePoint 2013 環境では、評価データは各アイテムおよびドキュメントのプロパティとして、ソーシャ

ル データベースではなく該当のコンテンツ データベース内に保存されますが、これによりファーム レベルで

アイテムおよびファイルすべての評価データを取得できにくくなります。各コンテンツ データベース内に保存

された評価データはソーシャル データベースに関連するものではなく、ソーシャル データベースの制限に

含めるべきではないことに注意してください。 

 DocAve では、発行側ファームの共有サービス データと使用側ファームの共有サービス データは識別

されません。このため、両ファームのデータは一括で表示され、ファームごとに分けられることはありません。 
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 AvePoint トップ ドキュメント もしくは AvePoint トップ Wiki ページ Web パーツで取得した閲

覧用のデータを含むドキュメントまたは Wiki ページを削除する場合、閲覧用のデータも同時に消去さ

れます。SharePoint のごみ箱から削除済みコンテンツをリストアし、レポート ポイントでソーシャル デ

ータ コレクター ジョブを実行しても、[すべて] の期間オプションが適用されたリストア済みコンテンツの閲

覧用のデータでは、復元後に閲覧された回数しか表示されません。 

 AvePoint 人気の投稿者 および AvePoint トップ ディスカッション Web パーツでは、コミュニテ

ィ サイトのディスカッションに対する 閲覧用のデータは表示されません。コミュニティ サイトのディスカッショ

ンを表示する際に生成されるクエリ文字列は他のサイトのものとは違います。レポート ポイントのソーシ

ャル コレクターは、この種のクエリ文字列に基づいてコミュニティ サイトのディスカッションに対する “ビュー” 

イベントを識別することができず、AvePoint 人気の投稿者 および AvePoint トップ ディスカッシ

ョン Web パーツの閲覧用のデータを表示することができません。 

 利用状況通知およびスケジュールを構成したアクティビティの多いユーザー レポートを生成する利用状

況レポート プランを構成する場合、利用状況通知で設定した構成済み閾値は適用されなくなります。

この設定で構成した期間内に何らかのユーザー アクティビティが発生すれば、レポート ポイントでは構

成した間隔に従ってアクティビティの多いユーザーの利用状況通知メールを送信します。この各通知メ

ールには、該当する期間内のユーザー アクティビティがすべて含まれます。ユーザー アクティビティ数がプ

ランで構成された閾値を超えるかどうかを決定する際に使用される SQL クエリ条件の閾値には、何の

値も割り当てられません。 

 

ストレージ最適化 

アーカイバ 

 13 文字を超えるファイル名を持つアーカイブ済みファイルを SharePoint からダウンロードした場合、ダ

ウンロードしたファイルのファイル名は 13 文字しか表示されません。この問題は SharePoint による 

HTTP ヘッダーのパラメーターの長さ制限により発生します。 

 エンドユーザー アーカイバでは、エラー メッセージの構成インターフェイスで選択済みノードに対するエラ

ー メッセージを構成の際、入力するテキストをキーボード上の Ctrl + V により貼り付け、[保存] をク

リックし、更新したエラー メッセージを保存するとエラーが発生します。これは、Silverlight 5.0.6111

8.00 内のバグが原因で引き起こります。DocAve マネージャーがインストールされたサーバー上で Sil

verlight を更新する必要があります。 
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 DocAve 6 サービスパック (SP) 3 を SP4 に更新する場合、更新完了後は SharePoint 内のア

ーカイブ済みデータ (SP3 でアーカイブ) に対する検索権限を持つユーザーは、アーカイブ済みデータを

閲覧できなくなります。これは、2 つの DocAve バージョン間で生じるロジックの違いにより引き起こりま

す。この問題を解決するには、DocAve マネージャーへログインし、コントロール パネル > インデック

ス マネージャー で、SP3 で使用していたプロファイルと同様の設定が適用されたインデックス プロファイ

ルを新規に作成します。ここで作成されたプロファイルは SP4 で使用されます。 

 DocAve 6 SP3 を使用してアイテム・アイテム バージョンをアーカイブするアーカイバ ジョブを実行して

から SP4 への更新を行う場合、SP3 でアーカイブされたアイテム・アイテム バージョンを SP4 のアイテ

ム タイトルおよびアイテム バージョンのルールを活用して検索することはできません。この問題は、2 つの 

DocAve バージョン間で生じるインデックスの違いが原因で引き起こります。SP3 内のジョブでは、アイ

テム タイトル用の全文インデックスは生成されません。 

 DocAve 6 SP3を SP4 に更新する場合、SP3 で実行したアーカイバ ジョブを選択し、ジョブ モニタ

ーで [ジョブ ログのダウンロード] をクリックします。これにより、アーカイバ ジョブのログはダウンロードされ

ますが、処理プールのログはこのなかに含まれません。この問題は、SP3 で取得した処理プールのログ

にジョブ ID が含まれないため発生します。 

 SharePoint 2010 ファームのみ DocAve に存在する場合、アーカイバ リストア インターフェイス内

の全文インデックス モードで、高度検索ポップアップ ウィンドウにニュースフィード アイテムがルールとして

表示されます。ツリー ノードを選択する前に、高度検索の機能は SharePoint 2010 および Shar

ePoint 2013 の両環境で表示されます。 

 ニュースフィードの投稿ルールが適用された WSS 2013 ノードに対してアーカイバ ジョブを実行する場

合、ジョブの完了後にニュースフィードの投稿をすべてアーカイブできなくなります。この問題は、WSS 2

013 環境ではユーザー プロファイル サービスに対応していないため発生します。 

 [データをアーカイブする際にデータを SharePoint に保持する] オプションを選択するアーカイバ ルー

ルを作成し、[次のオプションを選択して各ドキュメント / アイテムにタグを付ける] チェックボックスを選択、

選択したノードがチェックアウト済みファイルを含むアーカイバ ジョブを実行する場合、アーカイバ ジョブの

完了後、チェックアウト済みファイルにはアーカイバ ルールで指定した列の値が表示されません。この問

題は、ファイルをチェックアウトする際に [ローカルの下書きフォルダーを使用する] チェックボックスを選択

すると発生します。このロジックは SharePoint のロジックと一致します。ファイルをチェックアウトする際

に [ローカルの下書きフォルダーを使用する] チェックボックスを選択すると、このファイルのプロパティを編

集することができません。 
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 ノードに対するエンドユーザー アーカイバ リストア用の必須権限を変更し、アーカイバ ジョブを実行しな

い場合、ノードへの十分な権限を持つユーザーはアーカイバ済みデータを一切閲覧できないか、アーカ

イバ リストア ジョブを実行することができなくなります。ノードのリストア権限は Index.db ファイルへ保

存されます。Index.db はアーカイバ ジョブの実行後にのみ更新されます。 

 アーカイバ リストアの全文インデックス モードで高度検索の機能を使用する際、[次の値を含む] およ

び [次の値に一致する] 条件では、* はワイルドカードとして使用され、データを検索します。この問題

の解決策としては、スラッシュ (\) を * の前に挿入することで通常の文字として扱われます。 

 テンプレートが発行ポータルであるサイト コレクションを選択し、このサイト コレクションに対してドキュメン

ト ルールを適用、アーカイバ ジョブを実行する場合、ジョブの完了後にサイト コレクションのホームペー

ジ上の built-in 画像は表示されません。このタイプのサイト コレクションで使用される built-in 画像

はスタイル ライブラリおよびイメージ ライブラリに保存され、アーカイバ ジョブに含まれます。 

 ツリー ノード内の SharePoint Server 発行インフラストラクチャのサイト コレクションの機能、および 

SharePoint Server 発行のサイトの機能がアクティブなサイト コレクションを選択すると、このサイト 

コレクションのページ ライブラリ配下に大量のページ バージョンが存在することになります。サイト コレクシ

ョンにサイト コレクションのルールを適用し、アーカイバおよびアーカイバ リストア ジョブを実行すると、バー

ジョンによりページのサイズが異なります (旧バージョンで発生)。これに加えて、アーカイバ リストア ジョブ

の実行前と後では、現在のバージョンのページは異なって表示されます。この問題は、SharePoint の

制限により発生します。 

 更新マネージャーで DocAve 6 SP2 を SP3 にアップグレードし、AgentCommonWrapperCon

fig.config ファイルを更新してアーカイバの最終アクセス時刻ルールに使用されるロジックを変更します。

この作業をしても、構成ファイルで SharePoint 内の該当するストレージ マネージャーのスタブに対す

る最終アクセス時刻の使用を指定している場合、もう一方のロジック (監査データ取得ジョブにより取

得された最終アクセス時刻を使用する) を適用したポップアップ ウィンドウが表示されます。ポップアップ 

ウィンドウは DocAve マネージャーによって管理されます。DocAve マネージャーはAgentCommon

WrapperConfig.config ファイルが変更されたかどうかを監査できないため、どのロジックが使用され

てもポップアップ ウィンドウは表示されます。 

 アーカイバ列を含んだ各ファイルにタグ付けをするアーカイバ ジョブを実行、アーカイバ ジョブの ShareP

oint データを変更、および同じノードでアーカイバ ジョブを再度実行すると、アーカイバ列の値はまだ存

在します。これは、データのバックアップ中は DocAve ではアーカイバ列およびカスタム列の識別ができ

ないため発生します。アーカイバ列の値はすべてバックアップ・リストアされます。 
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 アーカイバ ルールで [各ドキュメントのスタブを SharePoint に保持する (ストレージ マネージャーを使

用)] チェックボックスを選択して、SharePoint 2013 環境で Microsoft Office ファイルを含むノー

ド上でアーカイバ ジョブを実行します。この時、SharePoint データは変更せず、[各ファイルを Share

Point レコードとして宣言する] チェックボックスを選択して再度同じノード上でアーカイバ ジョブを実行

すると、アーカイバ ジョブは例外を含み完了します。 

 サイト コレクションからサイトへの権限継承を解除し、サイト コレクションにグループを追加、エンドユーザ

ー アーカイバ リストアのサイト コレクションに対する必須権限をグループに付与します。そのあとサイトお

よびサイト コレクション上でアーカイバ ジョブを実行すると、グループ内のユーザーはまだサイト内のアーカ

イブ済みコンテンツを閲覧・ダウンロード・リストアすることができます。 

 SharePoint 2010 エクスペリエンスのサイト コレクションと SharePoint 2013 エクスペリエンスのサ

イト コレクションの両環境でアーカイバ ソリューションを展開すると、ソリューション コレクションのうち 1 つ

を取り消す際にアーカイバ ソリューションが取り消されます。この問題は SharePoint ロジックにより発

生します。問題の解決方法としては、コントロール パネル > ソリューション マネージャー で、サイト 

コレクション上で取り消し済みアーカイバ ソリューションを展開します。 

 構成済み物理デバイスのタイプが FTP であるストレージ ポリシーを作成し、アーカイバ ルールでこのス

トレージ ポリシーを使用、このルールを使用してアーカイバ ジョブを実行後、該当するアーカイバ リスト

ア ジョブを実行すると、ジョブは完了 (実行中に例外あり) する可能性があります。これは、2 つ以上

のアーカイバまたはアーカイバ リストア ジョブが同時に実行した場合に起こります。既定では、FTP クラ

イアントに対する接続セッションの最大数は 2 です。2 つ以上のアーカイバまたはアーカイバ リストア ジ

ョブが同時に実行した場合、1 つのジョブは 2 つの接続セッションを使用します。2 つ以上のジョブが実

行している際、FTP クライアントに対する接続セッションの数はセッション制限を超え、新しい接続セッシ

ョンはタイムアウトします。 

 個人用サイトを作成したことのないエージェント アカウントを使用して、サイト コレクションのニュースフィ

ードの投稿を投稿、アーカイバ ルールのニュースフィード投稿レベルをサイト コレクションに適用し、アー

カイバ ジョブを実行する場合、新しく投稿されたニュースフィードの投稿に対するスキャンは失敗します。

この問題を解決するには、このエージェント アカウントを活用して個人用サイトを作成する必要がありま

す。 

 DocAve 6 SP2 CU1 を使用して、エンドユーザー アーカイバ ソリューションをファーム内の Web アプ

リケーションの一部に展開、DocAve マネージャーおよびエージェントを DocAve 6 SP4 に更新し、エ

ンドユーザー アーカイバ ソリューションが展開されていない Web アプリケーションのエンドユーザー アー

カイバの機能を使用すると、この機能に対する GUI アイテムが正常に表示されません。解決策として
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は、インターネット インフォメーション サービス (IIS) マネージャーの Web アプリケーションの Web サイ

トを再起動させます。 

 アーカイバでは、SharePoint 2013 環境のアプリをアーカイブすることはできません。 

 アーカイバの全文インデックス モードで検索機能を使用すると、検索したインデックス データのツールチッ

プの検索キーワードはハイライトされません。これは、インデックス データが DocAve 6 SP3 以前の 

DocAve バージョンで生成された場合に起こります。 

 SharePoint Foundation 2010 または 2013 環境では、インプレース レコード管理の機能に対

応していません。 

コネクタ 

 SharePoint の Explorer ビュー上で大量のコネクタ スタブ、または大量のコネクタ スタブを含んだフ

ォルダーを別のリストへと移動する場合、このアイテムは見つかりません というエラーが表示されることが

ありますが、フォルダーおよびコネクタ スタブは移行先へ正常に移動されます。この問題は SharePoin

t の制限により発生します。詳細な情報については、TechNet の記事 (Issues Uploading Larg

e Files to SharePoint) を参照してください (英語)。 

 ネットシェア パスを使用し、バージョン管理が有効になっているコネクタ ライブラリについては、過去にメジ

ャー バージョンを発行しており、かつ複数のマイナー バージョンを持つドキュメントの発行を解除する場

合、.fsdl\history フォルダー内のファイル データが失われる可能性があります。これは SharePoint 

の問題です。 

 接続先フォルダー内のファイル数が 5000 を超える場合、接続先フォルダーのサブフォルダー内のファイ

ルは SharePoint コネクタ ライブラリに同期されません。この問題は SharePoint API の制限により

発生します。Microsoft では、1 つのリスト ビュー内で 5000 を超えるアイテムを一度に表示すること

を推奨していません。これは、SharePoint API でサブフォルダーの数を計算する際に問題が発生す

ることが原因です。解決方法は以下の通りですが、これによりパフォーマンスの問題が発生する可能性

があります。  

SharePoint 全体管理を開き、アプリケーション構成の管理 > Web アプリケーションの管理 へ

移動します。お使いのリストをホストする Web アプリケーションを選択します (例: SharePoint - 80.

4)。 リボン上で [全般設定] を選択し、[リソースの調整] をクリックします。リスト ビューの閾値の上限

が 5000 と表示されるので、値を編集します。[OK] をクリックして構成を保存します。 

http://blogs.technet.com/b/praveenh/archive/2012/11/16/issues-with-uploading-large-documents-on-document-library-wss-3-0-amp-moss-2007.aspx
http://blogs.technet.com/b/praveenh/archive/2012/11/16/issues-with-uploading-large-documents-on-document-library-wss-3-0-amp-moss-2007.aspx
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 サイト URL が長すぎる場合は、SharePoint 上で コネクタ設定 ページに移動することができません。

これは SharePoint の制限が原因です。コネクタ設定 ページに移動する際に URL が 260 文字を

超過する場合、エラーが表示され、ページへ移動することができません。 

 コネクタ設定で、ファイル システムからメタデータの読み込み フィールドの [ファイル システムからメタデ

ータを読み込む] を選択します。パスが長すぎる (255 文字を超える) ファイルのメタデータは Share

Point へ同期されません。SharePoint API では、パスが 255 文字を超えるファイルのメタデータを

取得することができません。 

 SharePoint 2010 エクスペリエンス バージョンのテンプレートを使用して作成した SharePoint 20

13 サイト コレクションでは、コネクタのライブラリを作成することはできません。 

 エージェント サービスの中断中に SharePoint コネクタ ライブラリ内のファイル名およびフォルダー名が

変更された場合、変更は構成パスの先には同期されません。 

 SharePoint 2010 から SharePoint 2013 にアップグレードする際、コネクタ ライブラリに変換した

メディア ライブラリは現状アップグレードすることができません。メディア ライブラリ内のデータは、アップグレ

ード後は使用できなくなります。 

 SharePoint の制限上の理由から、Information Rights Management は接続データのバージ

ョン ファイルには対応していません。 

 ストレージ内にあるファイルのサイズが SharePoint 側では異なる場合、ストレージ側でのファイルの編

集は可能でも、SharePoint 上ではこのファイルを開けない可能性があります。解決策としては、ファイ

ルを再度開いてみるか、同期ジョブを実行します。 

 サファリのブラウザ－ではコネクタ リンクをアップロードすることができません。これは、サファリが Silverligh

t に対応していないため発生します。 

 SharePoint 2010 のコネクタ ライブラリでは、サイト コレクションのごみ箱からファイルをリストアする場

合、ストレージ場所に存在するファイルは非表示の .fsdl フォルダーからネットシェア フォルダーに移動し

ません。これは、SharePoint 2010 の制限によるものです。サイト コレクションのごみ箱からファイルを

リストアする際にイベント ハンドラ―が起動しないため、コネクタはこのイベントを識別することができませ

ん。この問題を回避するには、同期ジョブを実行することで、ストレージ場所にあるファイルは正しい場

所へリストアされます。 

 コネクタ先のフォルダーがコネクタ先の環境内のごみ箱フォルダー (...\fsdl\_r) にまだ残っているため、

SharePoint のごみ箱から SharePoint へフォルダーをリストアし、[コネクタ リンク ファイルのアップロー

ド] を使用して、ファイルをリストアしたフォルダーへアップロードする場合、ファイルのアップロードに失敗

する可能性があります。解決策としては、同期を実行してフォルダーをストレージ システムの正しい場所

に移動します。 
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 HTTPS プロトコルを使用しているサイトでは、.m4v、.mp4、.wma、および .3gp ビデオは起動し

ません。 

 コネクタ リンク ファイルを含むフォルダーを SharePoint のごみ箱へ削除し、DocAve 6 SP4 に更新

してから同期ジョブを実行する場合、ストレージ内の関連するコネクタ リンクのファイルはフォルダー (...

\_r) に移動しません。 

 コネクタでは、ファイルのチェックインおよびチェックアウト機能に対応していません。 

 DocAve 6 SP3 でストレージ パスを構成し、構成したパスを削除した後 DocAve SP4 に更新する

場合、削除したストレージ パスに対する資格情報は管理アカウント プロファイルに保存されます。 

ストレージ マネージャー 

 スタブ トレース機能が、読み取り専用 SQL Server コンテンツ データベースに存在する SharePoin

t サイト コレクションでアクティブ化されている場合、[外部化の詳細] ボタンはファイル メニューに表示さ

れません。これは、コンテンツ データベースが読み取り専用のため発生します。SharePoint では、関

連する権限を必要とするコントロールは非表示になります。 

 STSADM で "backup" コマンドを使用し、孤立したスタブを含む SharePoint 2010 サイト コレク

ションをバックアップすると STSADM コマンドがフリーズし、関連する SharePoint 2010 サイト コレク

ションのロック状態が読み取り専用 (追加、更新、削除をブロックする状態) に変更されます。この問

題は SharePoint の制限が原因で発生します (SharePoint 2013 では解消されています)。 

 EBS を有効化した環境で AgentToolSP2013MoveStub.exe ファイルまたは AgentToolSP2

010MoveStub.exe ファイルを実行してサイト コレクションを別のコンテンツ データベースに移動する

場合、サイト コレクション内の元のスタブ (サイト コレクションの移動前に生成されたもの) と新たに生

成されたスタブ (サイト コレクションの移動後にストレージ マネージャーのスケジュール ジョブで生成され

たもの) へはアクセスすることができません。ただし、実コンテンツへの変換は正常に実行することが可能

です。 

 長い URL を含むサイト コレクションに対して [代替ファイル アクセス] 機能をアクティブ化し、制限付き

ファイルをサイト コレクションにアップロードした場合、アップロードは失敗します。SharePoint 2010 は、

156 文字を超えるサイト コレクション URL に対応していません。SharePoint 2013 は、152 文

字を超えるサイト コレクション URL に対応していません。 

 サイト コレクション (プラットフォーム バックアップ & リストアを使用して、リストアする前にスケジュール ス

トレージ マネージャー ルールが適用されたもの) を、プラットフォーム バックアップ ＆ リストアを使用して 

[元の場所へリストア] を選択し、スケジュール ストレージ マネージャーでジョブの実行を選択した場合、
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ジョブは失敗します。この問題の回避策としては、ツリーを更新後、スケジュール ストレージ マネージャ

ー ルールを再度適用し、ジョブを再実行します。 

 SharePoint 2013 のサイトに対し [代替ファイル アクセス] 機能を有効化します。制限付きファイル

またはブロックされたファイルをライブラリへアップロード、ライブラリのファイル リンクを選択し、表示されたウ

ィンドウ上で [保存]、[開く]、または [キャンセル] を選択した場合、ファイルをライブラリからダウンロード

することはできません。回避策としては、該当するサイトから サイトの設定 > サイト機能の管理 に移

動し、[ダウンロード最小化戦略] 機能を非アクティブ化します。 

 代替ファイルをコネクタ ライブラリ、または代替ファイル アクセス機能が有効化されたストレージ マネージ

ャー ノードにアップロードする際、ファイル名が 123 文字を超えるファイルのアップロードは失敗します。

この問題は SharePoint の制限により発生します。SharePoint にアップロードするファイルの名前は 

128 文字以内である必要があります。SharePoint に代替ファイルがアップロードされる際は、ファイル

名の後ろに自動的に ".aspx" が追加されます。このため、代替ファイルの名前は 123 文字以内で

ある必要があります。 

 列の追加設定で使用するコンテンツ タイプの管理では、ドキュメントへのストレージ マネージャー リンク

およびマルチメディアのコネクタ リンクや、ドキュメント コンテンツ タイプへのコネクタ リンクに対応していま

せん。 

 コンテンツ データベースのファイルストリームを有効化した後、このコンテンツ データベースの RBS を有

効化します。そして、リアルタイム ストレージ マネージャー ルールを構成し、SharePoint へのルールを

満たすファイルをアップロードする場合、ファイルは SharePoint 上でスタブにはなりません。この問題は 

SharePoint の制限により発生します。この問題を解決するには、エージェント サービスを再起動する

必要があります。 

 コンテンツ データベースのファイルストリームを有効化し、ルールの設定をした場合、このルールを満たす

ファイルは SharePoint へのアップロード後、スタブとなります。DocAve エージェントをインストール後、

ファイルストリームによって設定されたルールを満たすファイルは、ファイルストリームが有効になっているコ

ンテンツ データベースへアップロードすることができません。この問題は RBS ロジックにより発生します。

詳細については、AvePoint のナレッジ ベースに関する Solutions for FileStream Provider an

d DocAve 6 RBS Provider Coexistence (英語) を参照してください。 

  

http://www.docave.com/SitePages/KB/Detail.aspx?kbid=10920
http://www.docave.com/SitePages/KB/Detail.aspx?kbid=10920
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